
 

 

 

 

 

 

第２章  評価対象テーマの内容 
 



 

１．テーマ別評価資料 

 次ページ以降に、実施者から提出された各個別テーマの評価資料のうち、「テーマ概要」を

示す。評価資料（公開）一式については、別冊を参照のこと。 

 

 （１）リアルタイム情報家電用マルチコア技術の研究開発 

 （２）情報家電用マルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の研究開発 

 （３）情報家電向けリコンフィギュラブルアーキテクチャの技術開発 

 （４）多元通信、三次元画像取得を同時実現する CMOS 撮像チップの研究開発及び応用 

システム 

 （５）Pairing Lite の研究開発 

 （６）超低電力・高セキュリティメッシュネットワークを志向した RF システム LSI の技術開発 

 （７）マルチメディア多機能チップの研究開発 

 （８）ネット放送向 STB 用ダイナミック・リコンフィギュラブル・プロセッサの研究開発 

 （９）FeRAM/FD-SOI 混載アプリケーションチップの研究開発 
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（１） リアルタイム情報家電用マルチコア技術の研究開発 

テーマ名 リアルタイム情報家電用マルチコア技術の研究開発  

実施者 
（委託事業）学校法人早稲田大学 

（助成事業）株式会社日立製作所、株式会社ルネサス テクノロジの共同提案 

０．テーマの概要 

我が国 IT 産業の利益の源泉となっている携帯電話、デジタル TV、ゲーム、ブルーレイレコー

ダ、カーナビ等の情報家電機器では、長期にわたる国際競争力維持を可能とするため、異なる

半導体世代にわたり利用可能で、短開発期間を可能とする、価格性能比に優れた低消費電力

プロセッサアーキテクチャの開発が求められている。このような状況を踏まえ、本委託／助成共

同事業では、半導体集積度向上に伴うスケーラブルな性能向上、同一アーキテクチャでのロー

エンドからハイエンド製品までの対応、短期間でのハードウェア・ソフトウェアの開発、優れた価

格性能比、低消費電力化、を可能とする標準的なリアルタイム情報家電用マルチコア・アーキテ

クチャとその並列化コンパイラの研究開発を行う。 

さらに、リアルタイム情報家電用の標準的なマルチコア・アーキテクチャとそれに準拠した異な

る企業からの異なるマルチコアチップ間でのアプリケーションプログラム実行を可能とする

API(Application Programming Interface)の策定を行う。 

また、策定される標準的マルチコアアーキテクチャに準拠する形で新規マルチコアチップを試

作・評価すると共に、既存マルチコアチップ（富士通ＦＲＶ）の評価を行い、異なるマルチコア間で

の並列化コンパイラ及び API の有効性検証を行う。 

Ⅰ．テーマの位置付け・

必要性について 

現在我が国の IT 産業における利益の源泉となっているカーナビ、デジタル TV、DVD、ゲー

ム、携帯電話等の情報家電では、ブロードバンド･ネットワークへの接続、メディア融合、一般家

庭への普及に伴う安全性・安心性への要求増大等に伴い、プロセッサに望まれる処理能力が急

激に高まっている。このような状況を踏まえ、今後、付加価値の高いリアルタイム情報家電機器

を開発し国際市場を押さえていくため、半導体集積度向上に伴い性能をスケーラブルに向上さ

せることができ、消費電力を低く抑え、同一アーキテクチャでローエンドからハイエンドまでス

ケーラブルに対応でき、ハードウェア/ソフトウェアの開発期間を短縮可能で、かつ優れたコスト

パフォーマンスを与えるプロセッサの開発が必要である。 

本委託・助成共同事業では、次世代リアルタイム情報家電マルチコアの国際競争力強化を目

指し、アプリケーションの生産性、流通性を高め、ハード・ソフトの開発効率、価格性能比を飛躍

的に向上させ、かつ消費電力、開発期間も削減するリアルタイム情報家電用標準的マルチコア・

アーキテクチャを研究開発することを目的とする。それと同時に、そのようなアーキテクチャを持

つ異なる企業のマルチコアチップ、同一企業においても異なる半導体世代あるいは異なる処理

能力を持つマルチコア間でのアプリケーション共用を可能とする標準的な並列化 API（アプリ

ケーション・プログラミング・インターフェイス）を策定し、この API を生成する並列化コンパイラ、

API を各社チップ用に変換する方式を研究開発する。さらに、アーキテクチャ及び API の有効性

実証用に開発するプロトタイプ・マルチコアチップ、既存のマルチコアチップを含め、実チップ上で

性能評価を行いつつアーキテクチャ・API の改善を図る。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

目標 

(中間・最終目標) 

中間目標 

＜委託＞ 

①標準的リアルタイム情報家電用マルチコア・アーキテクチャおよび標準的 API の策定 

１）リアルタイム情報家電用マルチコア用標準的メモリアーキテクチャ、及び変数のメモリ配

置及び DMA 指定を行うＡＰＩの仕様を策定。 

②リアルタイム情報家電用マルチコア・アーキテクチャおよび並列化コンパイラの研究開発 

1)メモリ配置及び DMA 指定 API を出力する並列化コンパイラの開発。 

2) API を解釈する FRV 用バックエンドコンパイラの開発。 

3)１８年度開発のマルチコアテストチップ（１）の仕様及び１９年度開発のマルチコアテスト

チップ（２）の仕様策定（助成事業と共同）。 

4)コンパイラ協調型マルチコアチップ評価用公開可能アプリケーションプログラムの開発。

＜委託・助成共同＞ 

共同で開発する SH プロセッサコアをベースとしたテストチップ作成においては、２年度終了

時点の中間目標として、４コア集積のテストチップにおいて 概ね１０ＧＯＰＳ／Ｗ（２５ＧＯＰＳ，

２．５Ｗ程度）の達成を目指す 

最終目標 

＜委託＞ 

①標準的リアルタイム情報家電用マルチコア・アーキテクチャおよび標準的 API の策定 

１）消費電力制御を含むコンパイラ協調型マルチコアアーキテクチャ及びその機能を有効

に使うための API の策定。 

②リアルタイム情報家電用マルチコア・アーキテクチャおよび並列化コンパイラの研究開発 

1)画像及びオーディオストリーミング等のアプリケーションプログラムに対し、４コア以上の

既存及び策定される標準的マルチコアアーキテクチャ準拠の新規開発マルチコアプロセッ

サ上で、策定するＡＰＩを出力する開発並列化コンパイラを用いて、既存コンパイラに比べ

概ね２倍の性能向上。 

2)ハードウェア低消費電力化回路技術を含む新規開発マルチコアチップ上での、コンパイ



ラ及びアーキテクチャ協調型消費電力制御技術により概ね２０％の消費電力削減。 

3)権利関係に問題のないコンパイラ協調型マルチコアチップ評価用アプリケーションプログ

ラムの公開。 

＜助成＞ 

(1) プロトタイプ･チップ 

・委託事業で策定する標準的マルチコア･アーキテクチャを SH-4 を元に最適化し実

装したプロトタイプ･チップの試作 

(2)  評価ボード 

・プロトタイプ･チップを搭載でき、その性能を評価可能な評価ボードの試作 

(3)  ソフトウェア開発環境 

・標準的マルチコア･アーキテクチャに準拠するシミュレータの試作 

・標準的 API で記述されたプログラムをプロトタイプ･チップ用バイナリ･コードに変換

するコード生成コンパイラの試作 

(4) アプリケーション･プログラム 

＜委託・助成共同＞ 

３年度目プロジェクト終了時の最終目標として８コア以上集積した マルチコアテストチッ

プで概ね１５ＧＯＰＳ／Ｗ （５０ＧＯＰＳ，３．５Ｗ程度）の達成を目指す。 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

標準的リアルタイム情報家電用

マルチコア・アーキテクチャおよ

び標準的 API の策定（検討委

員会） 

 

 

    

・ API 検討 策定 評価・改良   

・ アーキテクチャ 

標準的メモリ構成

検討 

電力制御機構検討 実チップ上での 

評価・改良 

  

・ アプリケーション 
プログラム選定     

リアルタイム情報家電用マルチ

コア・アーキテクチャおよび並列

化コンパイラの研究開発 

     

・ コンパイラ 
基礎検討

既存マルチコア用

バックエンドコンパ

イラ開発評価 

 

API出力 

コンパイラ開発 
 

  

・ アーキテクチャ 構成検討

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 

検討 
RP1 上 

評価 

  

・ 実装アーキテクチャ検討委員

会 

RP1 仕様 

決定 

RP2 

仕様検討 
RP1 評価、 

RP2 最終 

仕様決定 

  

・ 公開用性能評価アプリケー

ションプログラム作成 

  

アプリケーションプ

ログラムの開発 

アプリケーションプ

ログラムの評価・

改良 

  

評価・ 

改良 
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統合研究開発推進委員会      

研究開発推進委員会      

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ･ﾁｯﾌﾟの研究試作 仕様策定 試作１ 試作２ 
  

評価ﾎﾞｰﾄﾞの研究試作 
仕様策定 開発 評価１ 実機評価２ 

  

ｿﾌﾄ開発環境の研究試作 
仕様策定 開発 評価・改良 

  

計画内容 

ｱﾌﾟﾘﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの試作評価 
仕様策定 開発 評価・改良 

  

RP2 上 

評価 

既 存 ﾁ ｯ ﾌ ﾟ

評価 

RP1評価及び 

RP2仕様決定 
RP2 

評価 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

早稲田大学（委託） 131.0 208.7 131.0  470.7 

日立製作所（助成） 40.4 69.6 55.0 
 

165.0 

ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛｼﾞ（助成） 61.5 351.4 178.8  591.6 

 

事業費(NEDO 負担額)

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2) 



開発体制 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

情勢変化への対応 

本研究開発成果の早期商用化を推進するための追加施策として、１）マルチコア向け拡張デ

バッグ機能の開発と、２）オペレーティングシステム（ＯＳ）の実証チップへの移植、評価を提案、

実施した。 

前者は、マルチコア動作時のチップ内情報を収集・加工表示する拡張デバッグツールの開発

である。本ツールの利用により、アプリケーションプログラム開発におけるチューニング作業効率

化が可能となり、また、並列化コンパイラ、コード生成コンパイラの生成コード最適化効果を実証

確認することで、性能向上へ貢献。 

後者は、汎用 OS（Linux）、リアルタイム OS(QNX）の試作チップへの移植とマルチコア環境下

での機能・動作確認である。本研究で開発するマルチコア技術を活用した製品チップ商用化に

おいて、汎用ＯＳを事前に準備しておくことより、商用化期間の短縮に結びつく。また、移植後、

システム性能の評価を行いコンパイラ、OS またマルチコアシステムに対してフィードバックをか

けブラシュアップを行うことにより実システムにおける性能向上を確実に。 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

＜委託＞ 

世界最高処理性能かつ世界初の電力制御を実現した OSCAR 自動並列化コンパイラの開発

に成功（動的電力、今後の微細化で問題となるリーク電力も削減） 

１） 開発自動並列化コンパイラにより策定ＡＰＩを用いた並列化ＡＡＣエンコードを自動生成し 8

プロセッサで 5.8 倍高速化（既存コンパイラに対しても 5.8 倍と目標を達成。） 

２） IBM Power5+ベース 8 コアサーバ, Intel Itanium2 Montvale ベース 16 コアサーバ(SGI 

Altix450, Intel クアッドコア XeonＰＣ上で各社コンパイラに比べ 2 倍以上の高速実行に成

功。（ＩＢＭ及びＩｎｔｅｌからの既存コンパイラに対して、開発コンパイラにより策定ＡＰＩを用いた

並列プログラムを生成することにより既存コンパイラに対し 2 倍以上の高速化を達成。） 

３） 世界初のコンパイラによる策定 API を用いた電力制御に成功し、オーディオ AAC エンコー

ドで 88%、動画像 MPEG2 デコードで７４％の電力削減：太陽電池にて駆動可能（目標の

20%削減を大きくクリア） 

４） 従来の手動並列化では数週間単位の時間を要した並列アプリケーション作成を、開発並列

化コンパイラにより数秒単位で作成することに成功しソフトウェア生産性向上を達成。 

５） 評価用アプリケーションプログラムの開発を終了し、策定 API の公開と同時に公開予定。 

＜助成＞ 

(1) プロトタイプ･チップ 

・４コア搭載プロトタイプチップ（RP1）および８コア搭載プロトタイプチップ（RP2）試作完。RP2 は

最大性能、最大電力パタンにて 18.3 ＧＯＰＳ／Ｗを達成。また、デバック環境対応完。さらに、

QNX のＲＰ１へのポーティング及び LINUX の RP1/RP2 へのポーティング完了。 

性能評価でほぼコア数に比例した性能スケーラビリティを確認 

(2) 評価ボード 

・RP1 および RP2 を搭載でき、その性能を評価可能な評価ボードの試作完了 

(3) ソフトウェア開発環境 

・標準的マルチコア･アーキテクチャに準拠するシミュレータの試作完了 

・標準的 API で記述されたプログラムをプロトタイプ･チップ用バイナリ･コードに変換するコード生

成コンパイラの試作完了 

(4)アプリケーション･プログラム 

・上記評価システム上でセキュア･オーディオ･ストリーミング処理、画像認識処理を行うアプリ

ケーション･プログラムの試作および評価完了 

＜委託・助成共同＞ 

世 界 初 の コ ン パ イ ラ 協 調 型  高 性 能 ・ 低 消 費 電 力 マ ル チ コ ア  4 コ ア RP1 (11.4 

委託事業: マルチコア・アーキテクチャおよび
コンパイラの研究

プロジェクトリーダ: 
早稲田大学 笠原 博徳 教授

マルチコア・
アーキテクチャ･API
検討委員会
委員長:

早稲田大学
笠原 博徳 教授

統合研究開発推進委員会
委員長: 笠原 博徳(早稲田大学)

副委員長: 内山 邦男((株)日立製作所)

アーキテクチャ･コンパ
イラ研究開発Gr.

グループリーダ:
早稲田大学

木村 啓二 准教授

研究開発推進委員会

助成事業: マルチコア技術の評価環境の
試作

サブプロジェクトリーダ:
(株)日立製作所 内山 邦男 技師長

評価チップ試作Gr.

グループリーダ:
(株)ルネサステク
ノロジ 長谷川 淳
統括部長

評価システム試作Gr.

グループリーダ:
(株)日立製作所

水野 弘之
部長代行

(株)日立製作所, 富士通(株),
東芝(株), 日本電気(株),
松下電器産業(株),
(株)ルネサステクノロジ

委員会参加

実装アーキテクチャ
検討委員会

委員長 笠原博徳
早稲田大学
（株）日立製作所
（株）ルネサステクノ
ロジ

委託事業: マルチコア・アーキテクチャおよび
コンパイラの研究

プロジェクトリーダ: 
早稲田大学 笠原 博徳 教授

マルチコア・
アーキテクチャ･API
検討委員会
委員長:

早稲田大学
笠原 博徳 教授

統合研究開発推進委員会
委員長: 笠原 博徳(早稲田大学)

副委員長: 内山 邦男((株)日立製作所)

アーキテクチャ･コンパ
イラ研究開発Gr.

グループリーダ:
早稲田大学

木村 啓二 准教授

研究開発推進委員会

助成事業: マルチコア技術の評価環境の
試作

サブプロジェクトリーダ:
(株)日立製作所 内山 邦男 技師長

評価チップ試作Gr.

グループリーダ:
(株)ルネサステク
ノロジ 長谷川 淳
統括部長

評価システム試作Gr.

グループリーダ:
(株)日立製作所

水野 弘之
部長代行

(株)日立製作所, 富士通(株),
東芝(株), 日本電気(株),
松下電器産業(株),
(株)ルネサステクノロジ

委員会参加

実装アーキテクチャ
検討委員会

委員長 笠原博徳
早稲田大学
（株）日立製作所
（株）ルネサステクノ
ロジ
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GOPS/W :48.4GOPS,4.25W),8 コア RP2(18.3GOPS/W :96.9 GOPS,5.28W) を試作し、中間目標

（10GOPS/W）、最終目標(15GOPS/W)をクリア。さらに開発マルチコアは、総合科学技術会議

（2008 年 4 月１０日）にてクールアースに向けた本質的技術としてデモと共に紹介。 

投稿論文 

査読付き：２５件, 国際会議等招待講演：２９件, 

研究会等：１７件, シンポジウム：６件,ポスター発表：３件, 

新聞等メディア掲載：１２７件 

特  許 「出願済」８件、「登録」０件、「実施」０件（うち国際出願３件） 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 
企業秘密により非公開 

 



（２） 情報家電用マルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の研究開発 

テーマ名 「情報家電用マルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の研究開発」  

実施者 

国立大学法人 東京大学 (委託) 

株式会社ルネサステクノロジ (助成) 

パーソナルメディア株式会社 (助成)  

０．テーマの概要 

 

デジタルコンテンツビジネスを開花させるため、暗号の信号処理や課金を行うセキュア

な H/W チップ”TRON SMP”を開発し、マルチメディアストリーミング処理と課金処理を

安全に行うようにする。開発された耐タンパ型セキュアチップをデジタル家電や高機能

携帯電話に内蔵させ、新しいデジタルコンテンツ事業の立ち上げを容易にする。 

 

 

Ⅰ．テーマの位置付け・

必要性について 

 

動画像コンテンツの配信は、デジタルコンテンツの保護と課金メカニズムが確立され

ていないために利用されていないのが現状である。既存の方式として DTCP-IP, Windows 

Media DRM (Janus), Broadcast Flag などが提案されているが、DTCP-IP や Windows DRM 

に関しては、最終的なコンテンツの復号をソフトウェア上で行うために、不正にアクセ

スされた場合にデータの不正取得を防ぐのは困難である。Broadcast Flag は、コピーを

第一世代しかできないようにフラグをつけることでコンテンツを保護する技術である

が、ソフトウェア上での処理となるため本質的には不正利用を防ぐことは難しい。 

 本研究開発では、今まで実現できていなかった、課金と視聴を不可分に実現する方式

を提案している。耐タンパハードウェア上で動画を復号することにより、不正に動画を

取得されることなく、安全に課金を行うことが可能となる。本方式を用いることで従来

では行われていなかった、質の高い動画像のネットワークによる流通が実現できる。こ

のことが、新たな市場開拓につながると考えられる。 

 

 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

テーマの目標 

 

全体の目標は、マイクロペイメント可能な耐タンパ性 LSI である、TRON-SMP を用いたシ

ステムの開発である。以下に各テーマに関して目標値を述べる。 

 

・LSI 開発 

 TRON-SMP LSI を開発。耐タンパ実装、暗号処理としては RSA(2048bit), AES 128(カ

ウンタモード、CBC モードの 2種類) を実現。さらに、動画像コーデックとして、MPEG4

（H.264）を実現。30fps で処理可能。 

 

・配信サーバ開発 

 eTRON をベースにした TRON-DRM 方式に対応した、コンテンツ配信サーバの開発 

 マイクロペイメントを実現し、ライセンスの動的生成などを実現 

 

・視聴プラットフォーム開発 

 TRON-SMP を組込んだ、コンテンツ視聴プラットフォームの開発。 

 

 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

セキュアチップ・ 

アーキテクチャ開発 
     

LSI 開発 

配信サーバ開発 

視聴プラットフォーム開

発 
     

テーマの計画内容 

成果とりまとめ      

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

東京大学（委託） 74.4 99.0 85.0  258.4 

ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛｼﾞ（助成） 38.1 155.2 116.9  310.2 

 

 

 

事業費(NEDO 負担額） 

（単位：百万円） 

（助成の場合、助成率

は 1/2） 

 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾒﾃﾞｨｱ（助成） 34.8 46.0 54.0  134.8 
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開発体制 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

 

特になし 

 

 

 

・LSI 開発 

 目標スペックどおりの LSI を開発。試作機に実装し、評価を実施。リアルタイムに 

Full HD サイズの動画を処理可能であることを確認 

 

・配信サーバ開発 

コンテンツ配信サーバを開発し、マイクロペイメント可能な方式の実現を行った。さ

らに、クレジット決済機能など付加的な処理も追加している。 

 

・視聴プラットフォーム開発 

 TRON-SMP を組込んだ、コンテンツ視聴プラットフォームとして、T-Kernel ベースのシ

ステムを開発。試作機上での動作を確認。 

 

 

投稿論文 1 件 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

特  許 「出願済」１件、「登録」 件、「実施」 件（うち国際出願  ０件） 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

 

IPTV などを視野に事業展開を予定している。 

また、トロン協会において標準化の WG の立ち上げを行い、開発した TRON-SMP の利用を

促進する。 

 

 

NEDO 東京大学
（委託） 

ルネサステクノロジ 

(協力会社)  
・(株)日立超 LSI システムズ 

・(株)ルネサスソリューションズ 

・(株)ルネサスデザイン 

・三菱電機エンジニアリング(株) 

 

（助成） 

（助成） 
パーソナルメディア 

コンテンツ配信方式、課金方式の研究お

よび TRON-SMP アーキテクチャの研究

プロジェクトリーダー 

所属 ＹＲＰユビキタス・ネットワーキング研究所 

・役職名 上席研究員 氏名 中野 隆生 

TRON-SMP の LSIの

開発 

視聴用ソフトウェアの開発および開

発用プラットフォーム整備 

 

- 2-7 - 



（３） 情報家電向けリコンフィギュラブルアーキテクチャの技術開発 

テーマ名 情報家電向けリコンフィギュラブルアーキテクチャの開発  

実施者 三洋電機株式会社（助成） 

０．テーマの概要 

一つのＬＳＩへのデータの入れ替えだけで様々な機能が実現可能な、小型なリコンフィ

ギュラブルアーキテクチャを開発する。目標は、ワンセグ放送およびＦＭ放送の受信回

路について、「①回路規模を同等のＡＳＩＣの３倍未満とする小型なアーキテクチャの

開発。②Ｃ言語で記載されたプログラムより上記アーキテクチャに供給するデータを作

成するコンパイラ。③上記を検証するための LSI の試作。」の実現である。目標達成の

ため、ハードウエアモデルでのアーキテクチャ検証、アーキテクチャの修正・ 適化・

効率化、コンパイラの修正・ 適化・効率化、および、統合開発環境開発、ＬＳＩによ

る検証をおこなう。 

Ⅰ．テーマの位置付け・

必要性について 

近年において機器の多機能化が進んでいる。特に、放送の世界ではデジタル化が進むに

つれて、様々な放送が国内外で出現している。このような状況下、それぞれの放送に対

応するＬＳＩを専用回路で実施すると、その開発費が膨大となり、ＬＳＩの単価も高く

なる。そこで、一つのＬＳＩへのデータの入れ替えだけで様々な機能が実現可能な小型

なデバイスが必要となる。従来、このような用途に使用されるデバイスとして、ＦＰＧ

Ａ、ＤＳＰ、従来型のリコンフィギュラブルプロセッサがあったが、回路規模が大き

く、民生用への搭載は難しい状況であった。本開発では、回路規模でＡＳＩＣの３倍未

満の実用的な独自のアーキテクチャの開発を目標とした。また、ターゲットは、当初

は、カーチューナ用途とし、将来的にはデジカメ、ＴＶのようなＡＶ機器に発展する。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

テーマの目標 

全体：回路規模を同等のＡＳＩＣの３倍未満とする小型なアーキテクチャの開発。 

ハードウエアモデル：本アーキテクチャを搭載して、モデル上での各放送の受信。 

アーキテクチャ：全体目標を実現する小型なアーキテクチャの開発。 

コンパイラ：全体目標を実現する 適コンパイラおよび統合開発環境の開発。 

ＬＳＩ：試作ＬＳＩによる、本アーキテクチャの検証。 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

ハードウエアモデル開発 

アーキテクチャ開発 

コンパイラ開発 

テーマの計画内容 

ＬＳＩ開発 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

三洋電機（助成） 33.2 33.1 25.8  92.2

事業費(NEDO 負担額) 

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2)    

開発体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

技術動向の変化への対応： 

 国内の数メーカがリコンフィギュラブルロジックあるいはそれに近いものの発表をおこ

なっている。しかし、用途はAV機器対象であり、また、まだ普及には至っていない。本

研究開発のターゲットは当初はカーチューナであり、特に目標等を変更する必要性が

なく、当初の予定通り推進した。 
 

市場動向の変化への対応： 

 2011年のアナログTV放送停波に伴い、デジタル放送受信機が本格普及するという状況

は変っていない。従って、特に目標等を変更する必要性がなく、当初の予定通り推進

した。 
 

 

 

（情報家電向けリコンフィギュラブルアーキテクチャの開発） 

（助成） 
三洋電機株式会社 

（子会社 三洋半導体株式会社を含む） 

NEDO 
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課題１．ハードウエアモデル開発 

項目ア．地上波デジタル移動体端末放送向けの実装 

まず、ハードウエアモデルを製作した。ハードウエアモデルのシステム構成は、アナロ

グチューナ部、チューナデジタル処理部、リコンフィギュラブル部、ＵＳＢ制御部、汎

用ＰＣからなる。 

本ハードウエアモデルにワンセグ放送の受信処理を実装し、オンエア受信を確認した。 

項目イ．アナログＦＭ放送の実装 

アナログＦＭ処理の実装をおこなった。その結果ＦＭ放送のオンエア受信を確認した。 

課題２．アーキテクチャ開発 

項目ア．アーキテクチャの修正 

ハードウエアモデルにリコンフィギュラブルアーキテクチャを搭載するために、アーキ

テクチャの修正をおこなった。その結果、ハードウエアモデルの動作が可能となった。 

項目イ．アーキテクチャの 適化 

処理ビットを見直し、２４ビット処理とし、ＡＬＵを２個用いて４８ビットの倍精度演

算も可能とした。また、縦段数の見直しもおこなった。コマンド RAM については、多く

のチップ面積を必要とするので、２つの圧縮方式を開発した。配列 RAM について、3 つの

コアからフレキシブルにアクセスできる RAM を配置した。以上のような 適化の結果、

当初目的の回路規模ＡＳＩＣの 3倍未満を達成した。 

項目ウ．アーキテクチャ効率向上 

アーキテクチャの効率向上として、リコンフィギュラブルアーキテクチャの処理の高速

化の検討を行った。 

課題３．コンパイラ開発 

項目ア．コンパイラの修正 

アーキテクチャの修正に伴い、コンパイラの対応部分の修正をおこなった。また、Ｃ言

語のコマンド強化として、プリプロセッサ部分を強化した。 

項目イ．コンパイラの 適化 

アーキテクチャの 適化に対応した。 

項目ウ．統合開発環境の開発 

統合開発環境として、統合開発ツール、静的解析支援ツール、動的解析支援ツール、マ

ルチコア／スレッド分割支援ツールを開発した。 

項目エ．コンパイラ効率向上 

コンパイラの効率向上としてＣ―ＶｉｒｔｕａｌＭａｃｈｉｎｅツールを従来に較べて

処理速度を約４０％とした。 

課題４．ＬＳＩ開発 

項目ア．ＬＳＩ開発 

ＬＳＩ開発では、開発したアーキテクチャをベースにＬＳＩ設計を行った。前述のハー

ドウエアモデルでは、動作クロックは約９０ＭＨｚが限界であるが、ＬＳＩではクロッ

クの高速化が見込まれる。そこで、当初はクロック周波数１６０ＭＨｚを目標として設

計をおこなった。さらに、ハードウエアモデルに実装したアーキテクチャでは、 適化

した部分の一部を実装していなかったため、ＬＳＩ化時にこの部分を追加した。ＬＳＩ

の構成は、ＡＬＵアレーコアを３個搭載する構成とした。ワンセグ、ＦＭの受信処理ア

ルゴリズムの試作ＬＳＩへの実装の検討をおこなった。その結果、ワンセグで６コア、

ＦＭで３コア、ＬＳＩ数にすると、ワンセグで２個のＬＳＩ、ＦＭで１個のＬＳＩを用

いると実装可能であることがわかった。 

項目イ．ＬＳＩ試作・評価 

設計データに基づき、レイアウト・配線をおこなった。この結果、ダイサイズは、５６

５０μｍ×５６５０μｍとなった。レイアウト・配線の結果をもとに１０個のＬＳＩの

試作をおこなった。試作ＬＳＩに対して、各種テストをおこない、１０個のＬＳＩにつ

いて、すべて問題がなかった。試作ＬＳＩの仕様は、プロセス０．１３μ、 大動作周

波数２００ＭＨｚ、ピン数２０８となった。試作ＬＳＩは評価基板に実装し、評価をお

こなった。その結果、ワンセグ、ＦＭのリアルタイム受信が可能であることが確認でき

た。その他の評価結果については、次のようになり、車載機器なら搭載可能なレベルで

あると思われる。 

○初期化データサイズ 

 ワンセグ：３０７、５２４Ｂｙｔｅ 

 Ｆ  Ｍ：７８、３７８Ｂｙｔｅ 

○初期化時間 

 ワンセグ：１５．５２ｍｓ 

 Ｆ  Ｍ：３．９４ｍｓ 

○消費電力 

 ワンセグ：１０４４ｍＷ 

 Ｆ  Ｍ：６３２ｍＷ 

投稿論文 「査読付き」0件、「口頭発表」1件、「講演」4件、「雑誌掲載」1件 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

特  許 「出願済」18 件（うち国際出願 0件） 
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Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

市場調査、低消費電力化、アプリの実装を経て、2009 年度末、ワンセグ／FM／AM 等の

カーチューナ向け LSI を製品化予定。 

 

 

 



（４） 多元通信、三次元画像取得を同時実現するCMOS撮像チップの研究開発及び応用システム 

テーマ名 多元通信、三次元画像取得を同時実現する CMOS 撮像チップの研究開発及び応用システム 

実施者 スタンレー電気株式会社（助成）、ブレインビジョン株式会社（委託） 

０．テーマの概要 

画素毎に高速パルス変調信号の復調機能を集積し、画像上での分布及び位置情報を検出

可能な CMOS 撮像チップを開発する。具体的な機能としては、１．TOF 方式（Time Of 

Flight: 光飛行時間計測法）による距離計測、２．変調信号を用いた多元通信、３．通常

の画像取得である。開発するチップが有する従来の TOF 方式撮像チップに対して有利な特

徴は耐外乱光特性である。 

また、TOF 方式のシステムを完成するためには LED を用いた強力なパルス変調光を照射

する必要がある。変調発光を高速且つ高出力で行うために、赤外 LED の開発及び放熱手

法、光学系の研究開発も行う。 

Ⅰ．テーマの位置付

け・必要性につい

て 

自動車の安全性向上のため、カメラによる周辺監視のニーズが高い。しかし、ステレオ

画像処理だけではテクスチャによって距離が検出できない場合があるなどの不完全性が

あって、これだけでは実現が難しい。この問題を改善するため、補完的な検出機構を別途

取り付ける必要がある。このテーマの撮像チップでは、画像取得及び距離計測をアクティ

ブ法によって行うため、通常の２次元画像では処理できない場合の誤差の改善を図る事が

可能であり、画像処理の軽減にもなる。 

TOF 方式では、アクティブに LED を発光させるため、その反射光をいかに効率よく取得

できるかが大きな鍵となる。背景光が多い環境や他の光源からの雑光線が多い環境では距

離の検出が難しくなる。それを可能とすることが、この撮像チップの開発目的の１つであ

る。実際に、いくつかのＴＯＦ方式距離計測カメラが既に販売されているが屋内での利用

に限られ、外乱光に弱いことが知られている。 

同時に、通信機能を実現するには、高速画像取得が撮像素子に要求される。これらを２

つの要求、すなわち、外乱光に強い TOF 動作と高速画像取得を同時実現した撮像素子は現

状では製品化には至っていない。つまり、この要求を満たす撮像素子は、新しいアプリ

ケーションを展開する基本になると考えられる。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

目標 

撮像チップおよびカメラ部分のプロジェクト開始前の従来仕様とプロジェクト終了時点で

の達成性能、および、これから製品化する上での将来目標は、下表のとおりである。 

 目標 従来 達成 研究・開発要素 

解像度 

（画素） 

320×240 

程度 
128×128 256×128 高速読出手法の確立 

最大測定 

距離 
30m 以上 5m 

15m 

30m（理論上）

LED 個数やレンズの最適

化 

距離精度 1%以下 2～3% 1～3% 
ノイズ対策（電源、配

線、筐体） 

外乱光対

策 
あり ― あり アルゴリズムの最適化 

通信距離 50m 以上 ― 数十 m 
LED 個数やレンズの最適

化 

通信デー

タ速度 
10,000bps ― 

4,000bps/画素

1.6Mbps/画面 
高速制御回路の開発 

筐体サイ

ズ 

(mm) 

W40xH40xD30 W60xH60xD50 W80xH80xD60 
デバイスの最適化、画

像処理方法の検討 

消費電力 3W 3W 3W  

＊今後の最終製品としてのニーズにより、上記目標スペックは変更する可能性がある。 

＊レンズ、LED についてはアプリケーションにより変化するため、目標用件には組み入れ

ない。 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

LED ﾁｯﾌﾟ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ開発 

CMOS ﾁｯﾌﾟ開発 

評価ｼｽﾃﾑ開発 

計画内容 

成果とりまとめ 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

助成（スタンレー） 3.7 57.4 65.2  126.3

 

 

事業費(NEDO 負担額) 

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2) 委託（ブレインビジョン） 14.0 68.7 30.8  113.4
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開発体制 

 

  

 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

撮像チップ 

撮像チップは情勢変化による計画見直しはない。 

 

赤外ＬＥＤ 

ＬＥＤに関しては当初波長シフト（８７０ｎｍ→９５０ｎｍ前後）の研究を予定してい

た。これは自動車に取り付けた場合、８７０ｎｍでは赤色が見えるため、自動車前方への

設置が法規として認められない。しかし、赤以外の可視光を混ぜることで赤色を消すこと

ができる。また長波長側では撮像素子感度が低下するため、ＬＥＤの個数を増やす必要が

ありコストアップにつながる。これらの理由をふまえたメーカー要望により混色による赤

み消しの方向となり、波長シフトの開発は早期終了し、ＬＥＤ投光機の開発に注力した。

 

ＣＭＯＳ撮像チップ 

特許出願を行なった新しい素子構造により変調成分の抽出、外乱光成分の除去も可

能となった。５ＭＨｚの変調情報取得が可能であり、理論上は最大３０ｍの距離計測

が可能。画像としての読出し速度は３００ｆｐｓであり、通常のカメラの１０倍の速

度である。 

ＣＭＯＳ撮像チップの構造上の問題により試作回数が増え、動作確認及び測定可能

速度にて動作が３月中旬に完了したため灯体への組み込みまで至っていない。カメラ

単体での実験では１０ｃｍ程度の距離分解能で１５ｍ程度まで可能であることが確認

できた。１ｍ程度の距離では１ｃｍの分解能で計測ができる。赤外ＬＥＤの個数を増

やすまたはＬＥＤレンズ変更により、３０ｍまで検出範囲を伸ばすことは可能であ

る。 

赤外ＬＥＤ 

排熱問題と赤みが見えるという問題があった。排熱に関しては、チップとパッケー

ジのジャンクションダウン結合及びロー材共晶結合、パッケージの工夫により排熱効

率をあげ、またマルチチップ化することにより１パッケージ当たりの光量をあげるこ

とに成功した。赤みが見える問題に関しては、８７０ｎｍという赤外域でも輝度をあ

げると肉眼で確認ができてしまう。しかし、波長を長波長側にシフトさせると、ＣＭ

ＯＳ撮像チップの受光感度特性が悪くなるという問題がある。そのため、長波長側に

シフトするとＬＥＤ個数を増やさなければならない。メーカー側よりコストダウンに

つながる方向の指示を受け、他の色のＬＥＤ（例えば白色ＬＥＤ）を発光させること

で赤みを見えなくすることとなった。そのため、波長シフトに関する研究は早期終了

し、ＬＥＤ投光機の開発に注力した。 

 

投稿論文 「査読付き」０件、「その他」０件 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

特  許 「出願済」１２件、「登録」０件、「実施」０件（うち国際出願４件） 

Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

平成２０年度内に評価システムとして販売を予定している。 

量産販売は平成２２年度以降を目標としている。 

販売先、販売形態等は企業秘密により非公開とする。 

（委託） 
ブレインビジョン（株）

（助成） 
スタンレー電気（株） 

NEDO （撮像チップの開発） 

（カメラシステムの開発）

 

- 2-12 - 



（５） Pairing Lite の研究開発 

テーマ名 Pairing Lite の研究開発  

実施者 
委託：筑波大学、公立はこだて未来大学、情報セキュリティ大学院大学 

助成：FDK 株式会社 

０．テーマの概要 

 

Pairing 演算を行う専用ハードウェアを実現するために，ハードウェアによる実現のみな

らず，Pairing 演算を行うアルゴリズムの軽量化を含めた小型化・低消費電力化した半導

体アプリケーション Pairing Lite の技術開発に取り組んだ.また Pairing Lite の開発に

加え，Pairing Lite を効果的に利用可能とするためのプロトコル研究や応用アプリケー

ションの技術開発と，統合的な研究開発を行うことで，Pairing 暗号を利用し，ネット

ワークを含めた全体としてのセキュリティとプライバシの保護の実現に取り組んだ.  

Ⅰ．テーマの位置付け・

必要性について 

 

情報化，ネットワーク化が進展するにしたがって，情報機器の小型化・低消費電力化が

進み，あらゆるところに使われようとしている.これに伴って，セキュリティの問題が生

じており，例えば，無線タグ(RFID)などが全ての商品につけられるようになると，その

情報の管理によってはセキュリティの問題が生じる.しかも，あるユーザに関連したタグ

は増える一方で，その情報がどこに存在するのかすらわからなくなりつつなる.情報が増

えれば管理にも抜けが生じ，不正アクセスなどの攻撃を受けやすくなり，セキュリティ

が守られなくなる.しかしながら，情報機器の小型化・低消費電力化の進歩が速く，日常

生活を含むあらゆる場面での利用が拡大する中，これらの対策技術が追いついていない.

今後は，特に低消費電力化が待ったなしに進むことを考えると，そこに埋め込まれるべ

きセキュリティ対策も格段の小型化・低消費電力化が必須となる. 

 

セキュリティ技術はシステム技術なので，小型情報機器単体だけ守っても意味がなく，

ネットワーク全体でプロトコルとして守ることが重要である.すなわち，小型情報機器に

組み込まれる部分の軽量化とプロトコルの単純化による統合化技術によって全体のセ

キュリティを守るようにする必要性が高まってきている.解決すべき課題は， 

 小型・低消費電力化 

 組み込み容易性 

 プロトコルの単純化 

にある.これらはスケーラビリティを達成するための課題ともいえる.暗号システムの厄

介な点は，鍵設定にあり，誤り訂正符号のように各端末に機器を導入すればそれで完成

というわけには行かず，秘密裏に鍵を共有しなければならなくなる.そのために鍵共有プ

ロトコルが必要となる.従来方法では，そのために複雑で大規模な PKI(Public Key 

Infrastructure)が必要となり，オンラインセンターかスケーラビリティに欠ける分散方

式が主流であった.しかし，これでは今後のユビキタスネットワークに対処できない.理

想は，ネットワークの各端末(できれば各 CPU)に組み込むだけで，ネットワーク全体のシ

ステム的セキュリティが自動的に保証されるようなセキュリティチップである.この理想

に向けて理論的枠組みの試みが UC(Universal Composability)として行われつつあるが，

ここまで一気に実現するのは容易ではない. 

 

これに対して，最近注目を集めつつある Pairing を用いるとかなり理想に近付けること

が可能となる.Pairing はいわゆる双線形性と呼ばれる有効な性質を持つ関数であり，こ

れを用いると，PKI はオフラインで最初に行うだけの簡単なものとなり，鍵共有プロトコ

ルもやり取りが不要となる.ただ，残念ながらまだ計算に時間がかかっているため，

Pairing の計算を高速・小型・低消費電力で実現する Pairing Lite が求められる. 

具体的には，Pairing は楕円曲線における双線形写像 で，任意の整数 a,b，楕円

曲線上の点 P, Q に対して 

),( QPe

 
abQPebQaPe ),(),( =  

 

を満たすものである.この Pairing の性質により，従来，相互通信で行っていたことが一

方向通信で行えるようになる.したがって，プロトコル処理量が半減され，また相互通信

ゆえに漏れていたプライバシが守れることにつながる. 

 

これにより，例えばメールアドレスをそのまま公開鍵にすることができ，ネットワーク

の通信量やメモリ量が半減して PKI(Public Key Infrastructure) が大幅に簡便化され

る.これは ID-based Encryption あるいは IBE と呼ばれる技術である.ユーザの追加も容

易であり，スケーラビリティにも優れている特徴がある.したがって，低消費電力化に大
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ルコンテンツ配信への応用を考えても，この Pairing の威力は大きいことがわ

る. 

ィ･プライバシを守れるようにな

，社会に対して大きく貢献できることになる. 

きく貢献できる部分である.例えば，メール暗号化によるプライバシ保護や著作権保護

ディジタ

か

 

そこで，Pairing の機能を落とすことなく軽量化して ASIC 化を目指すことにした.これに

より，簡単なプロトコルでシステム全体のセキュリテ

り

 

Ⅱ．研究開発マネジメントに いて つ

テーマの目標 

本研

究の実用化については、以下のようなフェーズごとに推進していく予定である。 

○第一段階 (平成 17 年度～平成 18 年度) 

Pairing アルゴリズム・プロトコルの軽量化および安全性を検討する。 

○第二段階 (平成 17 年度～平成 18 年度) 

具体的には、FPGA による

実装を進め、あわせて ASIC 実装を考慮した検討も行う。 

○第三段階 (平成 19 年度) 

フィードバックを行う。また、それとあわせて、

Pairing Lite の応用を検討する。 

 

 

楕円曲線上の双線形性写像 Pairing に着目した、超小型化･超低消費電力化向けに軽量化

した Pairing Lite チップを開発する。長期的には、開発したチップを用いて構成した軽

くてスケーラブルなプロトコルをモバイルネットワークに適用することを目指す。

第一段階で得られた結果をもとに、Pairing の実装を行う。

FPGA 実装上での本研究における軽量化によるパフォーマンス評価、および安全性検証

をもとに、ASIC 設計・実装・評価・

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

アルゴリズム軽量化検討 

安全性検討 

FPGA 設計・実装・評価 

ASIC 設計・実装・評価 

軽量化プロトコル検討 

応用システム、アプリ
    ケーション検討 

 

テーマの計画内容 

研究成果の取りまとめ 

 Ｈ17 年 Ｈ18 Ｈ19  総度 年度 年度 額 

筑波大学（委託） 2.8 3 42.1 2.2  77.1

情報セキュリティ大学院大学（委託） 1.0 4.1 5.5  10.6

はこだて未来大学（委託） 10.9 0.4 13.3  24.6

 

 

合、助成率

は 1/2） FDK 株式会社（助成） 1.0 7.3 15.7  24.0

 

事業費 

（NEDO 負担額） 

（単位：百万円） 

（助成の場



開発体制 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

 

PairingLite の今後の普及には、大量生産による製品化の前に、まず各研究機関で Pai 

ringLite を使って、従来暗号よりも有効であること、および実際に役に立つことを確 

認する必要が出てきた。 

最終的な大量生産製品には真性乱数を搭載した ASIC は必須であるが、PairingLite を 

各研究機関が利用・評価する際には、利用機関側での乱数選択の自由度を高めること 

や、Pairing 計算自体を評価する必要があるため、真性乱数発生機能を ASIC とは分離 

して提供する。 

それに伴い、当初予定していた ASIC のプロセスを富士通株式会社の 0.35um から台湾 TS 

MC 社の 0.18um へと変更することが可能となるため、当初の予定からさらに ASIC を小型 

化・省電力化を実現した。 
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Pairing Lite の開発では，高速かつ小型なハードウェアを実現するために，Pairing 演

算のアルゴリズムの軽量化とハードウェアアーキテキチャの効率化に取り組ん

だ.Pairing 演算アルゴリズムでは， Tη  Pairing が高速なアルゴリズムとして知られて

いたが，メインループ部のアルゴリズムは有限体における 3 乗根の演算を含み，ハード

ウェア演算を実用する際の演算器に 3 乗根演算器を別途用意する必要があるものであっ

た.そこで本研究では，3 乗根を含まないアルゴリズムを導出し，アルゴリズムとしての

軽量化を測った.また各アルゴリズムで用いられる演算の最適化と，演算器の効率配置に

より， Tη  Pairing 演算の中で重い処理を必要とする乗算の効率化を 9個の乗算器の並列

化により実現した.並列アーキテクチャとアルゴリズムの軽量化による FPGA 実装は，当

時で世界最速のレベルの演算速度を実現し，最高レベルでありながら他の結果と比較し

て効率のよいエリアサイズで実現することに成功した.本研究による並列アーキテクチャ

は，演算速度とエリアサイズの積で比較した場合，現在でも世界最高レベルの性能を

持っている. 

 

ASIC による実装は並列アーキテクチャを応用したものであり，より汎用性の高い演算器

を利用することにより，本研究で選択したパラメータ以外でも Pairing 演算を適用する 

可能性をもつことに成功した. 

 

さらに，小型化向上のため，複数の演算を 1 つの演算器で実現する Unified 演算器を提

案し，Unified 演算器を中心とした単一アーキテクチャにより Pairing 演算を行った.単

一アーキテクチャによる演算速度とエリアサイズの積の指標を用いた比較では，本研究

プロジェクトはこれまでのどの研究にもなかった高セキュリティレベルでの高速化を実

現するなど，大きな成果を挙げた. 

 

プロトコルの軽量化では，開発した Pairing Lite を効率的に利用可能な暗号プロトコル

を標準化中のプロトコルより抽出し，Pairing Lite を用いることでの効率的な ID ベース

暗号の実現を可能にした. 

 

またハードウェアの実装やプロトコル軽量化の知見を生かし，応用アプリケーションの

開発を行い，試作システムを作成した.試作システムでは，RFID を利用したシステムを構

築し，小さな端末と FPGA ボードによる小型署名検証端末を実現した.また同じく，ソフ

トウェアベースでの携帯電話・モバイル端末でのデジタルカメラ画像への ID ベース署名

付与のアプリケーションを開発し，デジタルカメラ画像というオンライン・オフライン

の双方での用途が見込まれる分野に適した電子署名を実現した. 

 

 

投稿論文 「査読付き」１９件、「その他」２６件 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

特  許 「出願済」１件 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

 

Pairing が応用できるセキュリティ市場として、次に掲げる市場がある。 

・ アクセス管理製品市場 

    本人特定と認証、アクセス権限の付与と管理、電子証明の発行と管理等

の機能を提供する製品群 

・ 暗号製品市場 

権限外使用、盗聴、漏洩、改ざん等を防止することを目的とした、暗号

化モジュール 

 

これらのセキュリティ分野の市場規模は 2007 年度では約 883 億円であ

り、2012 年度には約 2,110 億円にもなると予測される。 

特に個人認証用デバイス及びその認証システムの市場をターゲットにプレ

ゼンテーションやデモンストレーションを実施し、市場での認知度の向上を

図り、将来の事業化に向けセキュリティ市場の早期立上げへの活動について

継続的な努力をする。 
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（６） 超低電力・高セキュリティメッシュネットワークを志向した RF システム LSI の技術開発 

テーマ名 
半導体アプリケーションチッププロジェクト, 超低電力・高セキュリティメッシュ

ネットワークを志向した RF システム LSI の技術開発 
 

実施者 助成事業、日本電気株式会社(単独) 

０．テーマの概要 

従来比 1/10 の超低消費電力で映像伝送可能な数 Mbps オーダーの高速データ通信を、

間歇マルチホップで行う RF(Radio Frequency)チップの研究開発。起動コマンド送受信を

低電力低速な低搬送周波数狭帯域通信で、データ転送を高搬送周波数広帯域通信にて行

う新規なデュアルリンク方式にてこれを実現する。低電力で高セキュリティを実現する

認証アルゴリズム、通信プロトコルと共に、周辺チップ及びミドルウエアを搭載したモ

ジュールを開発し、無線カメラネットワークを目的とする実アプリケーションでのデモ

ンストレーションを 19 年度末に実施し、20 年度以降の製品化を予定する。 

Ⅰ．テーマの位置付け・

必要性について 

個人域ネットワーク(Personal Area Network; PAN)のキーデバイスとなる無線

通信デバイスを開発する。該無線通信デバイスを利用することにより、家庭内

におけるガス栓、錠の状態や、人の在/不在、家具裏や天井裏の安全性など、

ディジタル化されていない旧来からの機器や生活の安全性を動作観察し、多

種・多様な機器のシステム的な連携を実現することで、人々の暮らしやすさを

向上することを目的とする。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

目標 

従来の無線通信に比べ、1/10 の消費電力で高セキュリティな映像マルチホップ通信を

行う無線モジュールと、キーデバイスとなる無線通信 LSI を開発する。 

1. 低電力回路方式: 消費電力 1/10, チップ面積 3.5mm□ 

2. 電力調整方式: 400M/2.4G の 2 種類の電波の到達距離を同距離に制御する 

3. プロトコル: 電力 1/10, 従来技術以上の多数端末間マルチホップ通信 

4. 小量量セキュア認証,信号処理方式: 電力 1/10, 従来技術以上のセキュリティ強度 

5.  LSI/モジュールアーキテクチャ: チップサイズ 3.5mm□,マッチ箱大のモジュール 

サイズ,\1,000/モジュール 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

LSI 開発 

通信プロトコル開発 

認証方式開発 

計画内容 

成果とりまとめ 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 
事業費(NEDO 負担額) 

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2) 
日本電気株式会社(助成) 49.5 141.0 111.1  301.6 

開発体制 

 

  

 

 

 

 

 

 

情勢変化への対応  

従来無線システム比 1/10 の低電力での映像マルチホップ通信動作を確認。 

1. チップ面積 3.5mm□が可能であることをレイアウト試行にて確認。 

2. 400M/2.4G の 2 周波帯同距離通信が可能であることを確認。 

3. 従来 3ホップ程度に留まっていたマルチホップ通信にて、5ホップの動作を確認。 

4. 従来技術以上のセキュリティ強度で 1/10 の電力に対応した認証方式を開発。 

5.  9x6cm のモジュールサイズを確認、モジュールコストは\3,000 と予測。 

投稿論文 「査読付き」4件、「その他」6(投稿済)件 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

特  許 「出願済」15 件、「登録」0件、「実施」0件（うち国際出願 1件） 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

本プロジェクトにて開発したデュアルリンクプロトコルは、関連会社と共同で事業化

への検討を進めている。 

（助成） 
日本電気株式会社NEDO 

（ＬＳＩ，モジュール、認証アルゴリズム、 

通信プロトコルの開発） 
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（７） マルチメディア多機能チップの研究開発 

テーマ名 マルチメディア多機能チップの研究開発  

実施者 株式会社コト（委託） 

０．テーマの概要 

小さなダイサイズ、低消費電力でありながら、高演算能力、高映像表現力を有するマル

チメディア多機能チップを研究開発する。 

また、マルチメディア機能を効率的かつ簡便に利用するための、各種ミドルウェアの開

発、および三次元グラフィックスに立脚したユーザー・インタフェース（以下、3D GUI）

の開発を行う。併せて、開発したマルチメディア多機能チップの総合的な性能を評価する

ために必要となる、開発環境、プロトタイプ装置、評価用ソフトウェアの開発も行う。 

Ⅰ．テーマの位置付

け・必要性につい

て 

従来、市場に存在する三次元コンピュータ・グラフィックス（３ＤＣＧ）を扱うマルチ

メディア多機能チップは、ハイエンドの３ＤＣＧを志向し、高性能だが高価格のものと、

低価格化を第一の目的とし、非常に低性能な３ＤＣＧしか扱うことの出来ないものとの二

極化する傾向にある。これは、以下の問題が市場に潜在していることを意味する。 

・３ＤＣＧを十分に扱えながら、低価格であるチップが市場に不在である。 

・製品開発者、システム開発者の求める性能を満たすチップが価格要求を満たさないた

め、新たな製品・サービスの創出を阻害している。 

 

本研究では、低価格・低消費電力でありながら、高演算能力・高映像表現力を有するマ

ルチメディア多機能チップを開発するのみならず、ＯＳ、ミドルウェア、ソフトウェア開

発環境、応用装置プロトタイプの研究開発、簡便かつ直感的な操作性を備える３Ｄ ＧＵ

Ｉの研究を合わせて行うことにより、上記の問題を解決しつつ、以下の目標の達成を目指

す。 

・既に市場に存在する製品に新しい価値を加える。 

・パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ）が必須であるサービス・製品を単独で簡便に

扱える製品を実現することを可能にする。 

 

ひいては、コンピュータ・グラフィックスを扱うマルチメディア機器の利用者層及び市

場の拡大、ならびに、近年問題となっている情報技術を使いこなせる層と使いこなせない

層との間に生じる格差の問題、いわゆるデジタルデバイドの解消を目標とする。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

テーマの目標 

 マルチメディア多機能チップの開発における主な目標は、下記の通りである。（ここで、

「従来チップ」とは、弊社と米 LSI Logic 社が２００５年に共同開発したマルチメディア

多機能チップを指し、「ターゲットチップ」とは、本研究プロジェクトにて試作したマルチ

メディア多機能チップを指す。） 

・ ３ＤＣＧ処理におけるジオメトリ演算性能、ポリゴンセットアップ性能、およびピク

セルフィル性能について、従来チップの４倍以上を達成する。 

・ 5mm 角以下のチップとする。 

 

また、各種ミドルウェアの開発における主な目標は、下記の通りである。 

・ OpenGL ES 1.1 をターゲットチップ上で動作するように移植、最適化を行い、従来チッ

プ上での処理に比べ、４倍以上の性能を達成する。 

・ MascotCapsule バージョン 3、Flash Lite 2.1 をターゲットチップの機能に合わせて最

適化する。 

・ GS クラスのサウンドドライバ並びに音源データを実装する。 

・ H.264 デコーダを実装、最適化し、QVGA 解像度、15 フレーム／秒を達成する。 

・ MPEG-4 デコーダを実装、最適化し、QVGA 解像度、30 フレーム／秒を達成する。 

・ AAC-SBR デコーダを実装、最適化し、CPU 占有率 50%以下で、48KHz／ステレオの音声を

デコードする。 

 

 さらに、その他の研究項目における主な目標は、下記の通りである。 

・ TCP/IP プロトコルスタックとウェブブラウザの実装、最適化を行う。 

・ Linux カーネル 2.6、μITRON、WindowsCE 5.0 の実装、最適化を行う。 

・ CPU と DSP の二つのプロセッサコアを備えるターゲットチップ上で動作するソフトウェ

アを効率的に開発するための環境を整える。 

 

 再委託の研究開発項目の主な目標は、下記の通りである。 

・ DAPS(Dynamic A Posteriori Probability Scoring)エンジンをベースとして、実時間

（１秒の音声に対して１秒の処理時間）で動作する発音評定ミドルウェアを開発す

る。 

・ 3D GUI コンセプトの具体化と、プロトタイプの試作を行う。 

・  



主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

チップ、ソフトの仕様設計 

チップの論理設計 

ソフトのテスト移植、評価 

レイアウト設計・配置配線 

チップ試作 

ソフトの最適化、評価 

試作チップを用いての評価 

テーマの計画内容 

成果とりまとめ 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

コト（委託） 46.6 332.9 146.0  525.5

事業費(NEDO 負担額) 

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2)       

開発体制 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

 計画当初は、試作チップでは 90nmCMOS のプロセステクノロジを使用することを予定して

いたが、試作チップの実装設計を担当する米 LSI Logic 社の 90nm への対応の遅れと、

90nmCMOS プロセステクノロジ全体での予想外のリーク電流の増加の影響により、研究開発

スケジュールの大幅な遅れと、「消費電力あたりの性能」の目標値を達成できない恐れが生

じた。この問題を解決するための対策として、使用するプロセステクノロジを 130nmCMOS

へと変更した。これにより、CPU コア等の一部の IP コアが当初搭載を予定していたものよ

り若干性能の低いものになる等の影響が生じたが、マチュアなプロセスを使用することに

よるプロセス依存の問題発生リスクの低減等のメリットも得られた。 

 また、平成１９年６月に、試作チップの実装設計ならびに試作の外注先であった米 LSI 

Logic 社が、外注先の担当部署を含むコンシューマ事業部門を、米 Magnum Semiconductor

社へ売却することを急遽決定した。この結果、一部の担当エンジニアの退社、移籍に伴う

業務の一時停止、使用予定の IP コアのライセンス消失等の影響が発生することが予測され

た。これに対し、早急に米 Magnum Semiconductor 社の CEO ならびに投資家チームとの会談

を持ち、①プロジェクト履行、②プロジェクトチームの人員増強、③使用予定であった IP

コアのライセンス取得、の各項目についての確約を得た。結果として、プロジェクトスケ

ジュールの１．５ヶ月程度の遅延は回避することができなかったため、プロジェクト進行

中に計画変更して新たに追加する予定であった一部新機能の実装を中止し、計画当初の

チップの仕様に戻す、等の対応策を取った。 

（３Ｄ ＧＵＩの研究開発） 

（発音評定ミドルウェアの研究開発） 

（マルチメディア多機能チップの研究開発） 

京都工芸繊維大学

（再委託） 

（再委託） 

㈱ ATR-Promotions

（委託） 
㈱コトNEDO 
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 マルチメディア多機能チップの開発における主な目標を、下記の通り達成した。 
・ 3D グラフィックス処理におけるジオメトリ演算性能、ポリゴンセットアップ性能、お

よびピクセルフィル性能について、従来チップの４倍以上を達成した。 

・ 当初計画のチップ仕様に対して、USB OTG、アナログ／デジタル変換器を追加したにも

関わらず、約 5.3mm 角のチップサイズを達成した。（当初計画分の機能の占有面積は、

約 4.5mm 角） 

 
 また、各種ミドルウェアの開発における主な目標を、下記の通り達成した。 
・ OpenGL ES 1.1 のターゲットチップへの移植、最適化を完了し、従来チップ上での処理

に比べ、４倍以上の性能を確認した。 

・ MascotCapsule バージョン 3、Flash Lite 2.1 のターゲットチップへの最適化を完了

し、ターゲットチップ上での動作を確認した。 

・ GS クラスのサウンドドライバ並びに音源データの実装を完了し、ターゲットチップ上

での動作を確認した。 

・ H.264 デコーダの実装、最適化を完了し、ターゲットチップ上で、QVGA 解像度、15 フ

レーム／秒の性能を達成していることを確認した。 

・ MPEG-4 デコーダの実装、最適化を完了し、ターゲットチップ上で、QVGA 解像度、30 フ

レーム／秒の性能を達成していることを確認した。 

・ AAC-SBR デコーダの実装、最適化を完了し、ターゲットチップ上で、CPU 占有率 30%以

下で、48KHz／ステレオの音声のデコードを達成していることを確認した。 

 

 さらに、その他の研究項目における主な目標を、下記の通り達成した。 

・ TCP/IP プロトコルスタックとウェブブラウザの実装、最適化を完了し、ターゲット

チップ上での動作を確認した。 

・ Linux カーネル 2.6、μITRON、WindowsCE 5.0 の実装、最適化を完了し、ターゲット

チップ上での動作を確認した。 

・ デバッガならびにＩＣＥを、試作したターゲットチップの機能に合わせて最適化し、

正しく機能していることを確認した。 

 

 再委託の研究開発項目の主な目標を、下記の通り達成した。 

・ 実装した評定エンジンが、十分に実用的な評定精度を達成していることを確認した。 

・ Flash 等による 3D GUI コンセプトの具体化、ならびに、携帯教育用端末機器をター

ゲットとしたプロトタイプの試作を完了した。 

 

結果として、全ての研究開発項目において目標を達成し、一部の項目については、当初

計画以上の成果を得られた。 

 

投稿論文 なし 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

特  許 出願検討中 

Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

実用化、事業化については、下記の方針に基づいて、現在推進中である。 

・ 「低コストかつ高パフォーマンス」という特長を備えるマルチメディア多機能チップ

と、充実した開発環境（リアルタイム OS、各種ミドルウェア、3D GUI を含む）の提供

によるプラットフォームの普及推進を行う。 

・ チップならびに開発環境の販売、チップを搭載したボードまたは製品の設計開発サー

ビスの提供、製品開発から製造まで含む ODM サービスなど、顧客の希望する供給形態

に合わせたフレキシブルなビジネススキームを提供する。 

・ 「価格を維持し性能を引き上げたチップ」「性能を維持し価格を下げるチップ」を次世

代として開発し、価格性能比の優位を維持する。 

 

これらの方針は、将来的に競合他社が同じ価格・性能セグメントに進出してくる場合に

も、市場で優位性を保持し続けるために有効であると考える。 

 

 現在、実用化チップならびに開発環境の提供に関して商談中の分野は、デジタルフォト

フレーム、PND、携帯電話機、業務用遊戯装置などである。 

 実用化チップをベースにした製品開発ならびに製品 ODM に関して商談中の分野は、デジ

タルフォトフレーム、学習機、知育ゲーム機、電子玩具、ワンセグＴＶ、カラオケ装置な

どである。 

 



（８） ネット放送向 STB 用ダイナミック・リコンフィギュラブル・プロセッサの研究開発 

ネット放送向け STB 用ダイナミック・リコンフィギュラブル・プロセッサの研究開発  テーマ名 

実施者 アイピーフレックス株式会社（委託) 

本研究では、STB（Set Top Box)において、複数存在する著作権保護規格や動画

符号規格などを単一チップで柔軟に処理できるような、回路を動的に再構成可

能なアプリケーションチップの開発を行います。 

また、従来方式に対して消費電力の低減を実現し、かつ大幅なシステムコスト

ダウンが可能なチップの実現を目指します。 

０．テーマの概要 

国内ブロードバンドは急速な普及により、ネット配信エンターティメントに対する需要

も喚起され、ネットゲームから映画・ミュージッククリップなどの本格的な映像コンテ

ンツ配信事業が普及しつつあります。 

しかし、現状では、コンテンツ配信側の著作権保護方式、動画圧縮符号方式が統一化さ

れておらず、ブロードバンドによるデジタルコンテンツ番組の視聴方法は、ソフトウェ

ア的に種々の方式に対応が可能な、パーソナル・コンピュータもしくはこれを基本要素

として構成された端末が主な手段となっております。これはデジタルコンテンツの一般

家庭 TV への普及が促進されない一つの要因となっております。 

Ⅰ．テーマの位置付け・

必要性について 

本プロジェクトでは、各種著作権保護方式、動画圧縮符号方式への対応を単一のセッ

ト・トップ・ボックスで可能とする高性能、低価格、低消費電力なアプリケーションチ

ップを開発し、一般家庭への普及を加速します。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

全体目標 動画符号処理チップの開発し動画符号処理を実装する。 
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テーマの目標 

 

－既存チップ(DAPDNA-IMX)への動画符号機能の実装と分析 

既存の DAPDNA アーキテクチャチップに H.264 と MPEG-4 のデコーダ(SD)を実装し処理の

内容を分析する。 

 

－アプリケーションチップ(DAPDNA-3CE)の仕様策定 

上記改良案にも基づき、アプリケーションチップの仕様を策定する。 

 

－アプリケーションチップ(DAPDNA-3CE)の研究開発 

上記仕様に基づき、アプリケーションチップの設計、検証、製造、評価を行う。 

 

－アプリケーションチップ(DAPDNA-3CE)への動画符号機能の実装 

上記アプリケーションチップに動画符号(HD)のデコード機能を実装する。 

 

－著作権保護機能の検討 

アプリケーションチップに要求される著作権保護機能を検討し、仕様を策定する。 

 

－機能搭載に係るソフトウェア開発環境の研究開発 

アプリケーションチップで動作するソフトウェアを開発する上でソフトウェア開発環境

を開発する。 

 

 

 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

動画符号機能の実装と分析 

アプリケーションチップ仕様策定 

アプリケーションチップの研究開発

動画符号機能の実装 

ソフトウェア開発環境の研究開発 

テーマの計画内容 

成果とりまとめ 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

アイピーフレックス(委託) 71.1 253.6 328.3  653.0

事業費(NEDO 負担額) 

（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2)
      



開発体制 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

アプリケーションチップで動

作する多重並列化による高速

動画圧縮符号伸張方式プログ

ラムの研究開発 

（ネット放送向け STB 用ダイナミック・ 

 リコンフィギュラブル・プロセッサの研究開発）

（再委託）

早稲田大学 大学院 情報生産

システム研究科 後藤研究室 
 

アイピーフレックス

株式会社 （委託） 
NEDO 

情勢変化への対応 

当初は 4 個の DAPDNA を 1 チップに集積する予定であったが、STB メーカーでは非常に低

価格を求めており、よりチップサイズの小さくなる ASIC を開発することも多い。この

ため、DAPDNA コアと専用回路による ASIC の構成も検討できるようにチップあたりの

DAPDNA 搭載を 1 個に削減した。これによってより幅の広いシステム構成を検討可能な要

素チップを作ることができた。なお本研究ではシステム実現の一形態として４チップに

よりデコード機能を実現した。 

全体:アプリケーションチップおよび、その上でのプログラム開発に必要な環境とコー

デックを開発し、ダイナミックリコンフィギュラブルプロセッサがマルチコーデック処

理に適していることを実証した。(数ワットで HD 動画を 30fps で処理することが可能な

STB 向け 1chip の製品の実現が可能となった。) 

 

－既存チップ(DAPDNA-IMX)への動画符号機能の実装と分析 

既存の DAPDNA アーキテクチャチップに H.264 と MPEG-4 のデコーダ(SD)を実装する

ことにより、その特性を分析し動画符号機能の実装に適した DAPDNA のアーキテクチ

ャ改良案を作成しました。 

 

－アプリケーションチップ(DAPDNA-3CE)の仕様策定 

上記改良案にも基づき、アプリケーションチップの仕様を策定しました。具体的に

は DNA に部分リコンフギュレーション機能とビットストリームプロセッサ(BSP)を搭

載、また、DNA と DAP の動作周波数をそれぞれ 300MHz と 400MHz とし、チップ面積は

シャトル便の４区画(8.4mm 角)に収まるサイズとしました。 

 

－アプリケーションチップ(DAPDNA-3CE)の研究開発 

上記仕様に基づき、アプリケーションチップの設計、検証、製造、評価を行いまし

た。全てスケジュール通りに完了し、目標とした機能、動作周波数サイズを満足す

ることができました。なお製造プロセスは 65nm のものを使用しました。 
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－アプリケーションチップ(DAPDNA-3CE)への動画符号機能の実装 

上記アプリケーションチップに動画符号(HD)のデコード機能を実装しました。これ

により、本チップを用いることで各種動画符号のデコードが可能であることを確認

いたしました。 

 

－著作権保護機能の検討 

著作権保護機能は様々な方式があり、現状では一つの方式に絞り込むことは無理で

あると判断いたしました。しかし、全ての方式の基本は暗号化であり様々な暗号化

方式に対応できるのは DAPDNA アーキテクチャの特徴であります。一例として AES を

DAPDNA アーキテクチャに実装しており、アプリケーションチップでも各種著作権保

護に対応可能であることを確認いたしました。 

 

－機能搭載に係るソフトウェア開発環境の研究開発 

アプリケーションチップで動作するソフトウェアを開発する上でソフトウェア開発

環境は不可欠になります。最低必要なものとしては DAP のアセンブラと DNA のマッ

ピングに使用するエディタがありますが、アプリケーションチップではアセンブラ

は既存のものが使用可能であり、エディタのみを作成してアプリケーションチップ

への動画符号機能の実装に使用しました。また、他にソフトウェア開発効率を向上

させるものとしては、Ｃ(類似)言語から DNA のマッピングを生成するコンパイラ

や、DNA の論理的な接続を物理的な接続に変換するフィッタがありますが、これらに

投稿論文 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

なし 

特  許 なし 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

本研究により開発した DAPDNA をコアとした ASIC についてセットトップボックスメーカ

ーに対して提案し、採用されることを目指してマーケティング活動を行っている。現状

は各社とも興味を示している段階。 

 



（９） FeRAM/FD-SOI 混載アプリケーションチップの研究開発 

テーマ名 FeRAM/FD-SOI 混載アプリケーションチップの技術開発  

実施者 沖電気工業株式会社 (助成事業) 

０．テーマの概要 

ユビキタスネットワーク社会の実現のために必要となる極低消費電力アプリケーション

チップを、完全空乏型(FD)シリコン・オン・インシュレータ(SOI)技術と低電圧動作の

Ferroelectric-RAM(FeRAM)を混載することで実現する。 
 

Ⅰ．テーマの位置付け・

必要性について 

携帯電話、ビデオカメラ、携帯端末などのバッテリ駆動デジタル情報家電で

は、バッテリ寿命を長くするために、機能休止時に電源を停止し、必要な時に

即時立ち上げを可能とする電力制御を行う。このためにタイマーのように日付

や時刻による機器の制御を可能にする LSI として、リアルタイムクロック

（RTC）LSI が利用されている。RTC-LSI はメインの電源とは別にコイン型のリ

チウム電池などが使用されているが、携帯機器の小型化にともなう電池の小型

化により、さらなる低電力化が要求されている。 

また、ネットワークに接続する機器では、突発的な電源遮断が起きてもデー

タや装置動作状況を一時的に退避させるデータバックアップ機能が必要であ

る。このため、RTC + 不揮発性メモリが必要になる。 

上記のニーズを満たすには、超低消費電力で動作する RTC + 不揮発性メモリ

が必要であり、FD-SOI による RTC に FeRAM を組み込むことで従来にない超低消

費電力デバイスが実現できる。この FD-SOI + FeRAM の実現には、プロセス上の

技術課題があるため、本助成事業によって解決を図ることを目標にする。 

 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

テーマの目標 

低電圧、低電流で動作する超低消費電力の完全空乏型(FD)SOI と FeRAM の混載 LSI に必要

な、超低電流の FD-SOI CMOS によるリアルタイムクロック LSI の実現、および 2V 以下の

低電圧で動作可能な FeRAM コアの開発と FD-SOI との混載化を実現する。 

 

主な実施事項 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度   

FD-SOI/FeRAM 混載プロセス開

FD-SOI RTC の開発 

FD-SOI/FeRAM 混載 LSI 開

テーマの計画内容 

 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度  総額 

沖電気工業（助成） 94.2   94.2

事業費(NEDO 負担額) 
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（単位：百万円） 

(助成の場合、助成率

は 1/2)       

開発体制 

 

 

 

 

 

 

情勢変化への対応 

本助成事業開始後、社内の経営判断により FeRAM 開発を中止するにいたった。このた

め、本助成事業も H18.11.28 にその一部を中止することを承認された。 

 

FD-SOI/FeRAM 混載 LSI 実現に必須な、極薄 SOI 上にスタック構造の強誘電体 MFM キャパ

シタを形成するプロセスを開発した(世界初)。また、MFM キャパシタ形成に伴う高温処理

による FD-SOI トランジスタ特性への影響を抑えることに成功した。 

 

投稿論文 「査読付き」2件、｢査読なし｣1 件 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

特  許 「出願済」6件 

Ⅳ．実用化、事業化の見

通しについて 

沖電気の経営判断により、FeRAM 開発を中止することになった。このため、FD-SOI/FeRAM

混載 LSI の事業化の計画はない。本助成事業の中で一部を開発した FD-SOI による超低電

流の RTC チップをコンセプトチップとしてサンプル出荷したが、RTC 単体チップではユー

ザーメリットが少ないため、事業化は困難である。 

 

プロセス構築 

試作終了 

回路検討、設計など 

H18 以降助成事業中止 

沖電気NEDO 

(助成)

 




